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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

８．目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項  
 

目標を達成するための基本施策を「生活交通の維持・確保や利便性の向上」

と「北陸新幹線開業に伴う二次交通の整備」の 2 つに分け、次の具体的な取

組を推進する。 

 
８-１． 生活交通の維持・確保や利便性の向上に向けた施策 

（１） 施策の概要 

 
表 ８-１ 生活交通の維持・確保や利便性の向上に向けた施策の一覧 

目 的 施 策 

1）運行の改善 a）路線網の見直し 

b）新たな公共交通システム導入の検討 

c）ダイヤの見直し 

d）運賃制度の見直し 

e）停留所・駅の見直し 

f）車両の見直し 

2）利用環境の改善 a）乗り継ぎ環境の改善 

b）予約方法の改善 

c）分かりやすい情報提供の充実 

3）市民の意識醸成 a）モビリティ・マネジメント※ 1の実施 

b）利用促進策の企画・実施 

4）市民・行政・公共交通事

業者等の協働 

a）関係機関による検討会 

b）PDCAサイクル※ 2による評価・改善の実施 

 
 
 
 

※1：モビリティ・マネジメント：一人ひとりのモビリティ（移動）が、  社会的にも個人

的にも望ましい方向に自発的に変化することを促す、コミュニケーションを中心と

した交通政策。  
 ※2：PDCA サイクル：事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進め

る手法の一つ。Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段

階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する仕組み。  
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

 

１） 運行の改善  

・地域公共交通の運行ルート、ダイヤ、停留所、車両等に関する改善を行

う。各地区別の具体的な施策メニューは資料編に掲載する。 

 

a） 路線網の見直し 

・公共交通不便地域の解消を図るとともに、市民の移動ニーズを踏まえ

た利便性の高い路線へ見直す。 

・運行の効率化を図るため、運行経路が重複する区間については、バス

路線の統廃合を行う。 

 

b） 新たな公共交通システム導入の検討 

・運行の効率化を図るため、地域の利用状況や特性に合わせて、乗合タ

クシーやコミュニティバス、福祉有償運送、自家用有償運送などの新

たな公共交通システムの導入を検討する。 

・また、路線バスとスクールバスが重複して運行している地域は、それ

ぞれの利用状況を見極めながら効率化を図る。 

・既にスクール混乗バスを導入している地域で、将来的に少子化が進む

中でスクールバスの活用が困難になることから、地域公共交通として

維持できなくなる可能性がある地域については、交通手段の再検討を

行う。 

 

c） ダイヤの見直し 

・市民の移動ニーズに合わせて、バス、鉄道等の運行時間帯や本数など

ダイヤの見直しを行う。 

・バスからバス、バスから鉄道への乗り継ぎに対応したダイヤの見直し

を行う。 

 

d） 運賃制度の見直し 

・市内において、地域によって路線バス等の運賃体系が大きく異なるこ

とから、全市で統一した考え方により運賃体系の見直しを検討する。 

・市民アンケートでは、路線バスは運賃が高いとの意見が多かったこと

から、高額運賃において上限額の設定などの検討を行う。 

・各地域から市街化区域への移動では地域公共交通の乗り継ぎが想定さ

れることから、バスからバス、バスから鉄道などの乗り継ぎにおいて、

乗継ぎ割引制度などを検討する。 
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

 

e） 停留所・駅の見直し 

・快適に公共交通を利用できるよう停留所の見直し（移設・新設等）や

自由乗降等の導入を行うとともに、駅機能の整備や改善を検討する。 

 

f） 車両の見直し 

・地域の利用状況や道路状況を踏まえ、車両を小型化することにより、

運行の効率化を図る。 

・だれもが快適に利用できるように、高齢者や障害のある人に配慮して

乗降口にスロ―プやリフト、ステップを取り付けるなど車両のバリア

フリー化を図る。 

 

 
２） 利用環境の改善  

・利用者にとって安全・安心で、快適な利用環境へ向けて改善を行う。 

 

a） 乗り継ぎ環境の改善 

・鉄道とバス、バス同士などの乗り継ぎが快適に行えるように、乗り継

ぎ拠点となる駅やバス停留所（待合所）の環境を改善する。 

・また、パークアンドライドを推進するため、駅前駐輪場・駅前駐車場

の環境整備や改善を行う。 

・利便性の向上や市民が集う憩いの場となるよう駅や周辺施設の整備や

改修を行う。 

 

b） 予約方法の改善 

・既に導入しているデマンドバスや乗合タクシーなどについては、利用

者ニーズに合わせた運行の改善を図るとともに、利用者の予約の負担

を軽減できるように改善する。 

 

c） 分かりやすい情報提供の充実 

・地域公共交通の運行の基本情報である運行経路やダイヤ、運賃等につ

いて、地域公共交通マップや時刻表を作成・配布するなど、入手しや

すく分かりやすい情報提供を行う。 

・運転免許証返納者や高齢者、障害のある人等の地域公共交通の利用促

進を図るため、関連する支援制度を分かりやすく案内し、周知を行う。 
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

 
３） 市民の意識醸成  

・多くの市民が自家用車に過度に頼らず公共交通も活用するなど、移動

に対する市民の意識の醸成を図る。 

 

a） モビリティ・マネジメントの実施 

・市民一人ひとりが環境問題や個人の健康増進、高齢者の交通事故防止

のため、ノーマイカーデーの実施やバスの乗り方教室の開催、啓発パ

ンフレットの配布などを通じて、自動車利用から公共交通の利用へ自

発的に転換してもらうように促す。 

 

b） 利用促進策の企画・実施 

・イベントの実施や企画切符の販売、啓発パンフレットの配布等を行い、

地域公共交通を利用したくなるきっかけづくりに取り組む。 

 

 
４） 市民・行政・公共交通事業者等の協働  

・みんなで公共交通を使い、よりよいものへ育てていくため、市民、行

政、公共交通事業者等が一丸となって連携、協働する。 

 

a） 関係機関による検討会 

・利便性が高く効率的な地域公共交通の運行に向けて、行政と交通事業

者等が連携した体制を構築する。 

・公共交通懇話会などを通じて、市民ニーズを的確にとらえ、快適で利

用してもらえる公共交通を構築する。 

 

b） PDCAサイクルによる評価・改善の実施 

・地域公共交通の見直しなどの取組について評価・検証を行い、より快

適な地域公共交通の実現に向けて、市民と行政、交通事業者等が一体

となって改善に取り組む。 
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

 
８-２． 北陸新幹線開業に伴う二次交通の整備 

・北陸新幹線開業に伴う二次交通として以下を対象とし、その整備について検

討する。 

○市民が北陸新幹線で市外へ移動する際に、各地区の拠点から上越妙高駅

までの交通（対象：市民の市外への広域移動） 

○市外から観光やビジネス目的で訪れる際に、北陸新幹線の上越妙高駅か

ら目的地までの交通（対象：観光・ビジネス目的の来訪者） 

 
（１） 北陸新幹線の概要 

・北陸新幹線は､「全国新幹線鉄道整備法」に基づき整備計画が定められている

「整備新幹線」の路線の一つで、東京を起点として長野､上越､富山､金沢､福

井などの主要都市を経由し､大阪に至る延長約 700km の計画路線である｡ 

・平成 9 年には東京～長野間が部分開業し、「あさま」が運行された。 

・平成 27 年 3 月 14 日に長野～金沢間（7 駅）が延伸開業し、「あさま」に加え、

「かがやき」、「はくたか」、「つるぎ」の 3 つの列車が運行している。 

・新潟県の西の玄関口、上越市の新たな玄関口として、上越妙高駅が開業し、

「はくたか」が 1 日 15 往復停車するほか、上越妙高駅始発長野行きの臨時の

「はくたか」が平日 2 本運行されている。また、上越妙高駅はＪＲ東日本と

ＪＲ西日本との境界駅となっている。 

・北陸新幹線開業により、上越妙高～東京間は、最速 1 時間 46 分、上越妙高～

金沢間は最速 1 時間 3 分で結ばれている。 

・上越妙高駅の西側に在来線が移設され、えちごトキめき鉄道とのスムーズな

乗り換えが可能であり、また、東口及び西口には路線バスやタクシー、一般

車等が乗り入れすることができる駅前広場が整備されている。 
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

 
表 ８-２ 北陸新幹線 時刻表  

（平成 27 年 3 月 14 日改正） 

列車 

東京方面（上り） 

列車 

金沢・富山方面（下り） 

金沢 
上越 

妙高 
長野 東京 東京 長野 

上越 

妙高 
金沢 

はくたか

596 号 
― 6:36 7:00 ― 

はくたか

591 号 
― 6:11 6:34 7:38 

かがやき

500 号 
6:00 ― 7:07 8:32 

はくたか

551 号 
6:28 8:10 8:33 9:37 

はくたか

552 号 
6:11 7:15 7:40 9:20 

はくたか

553 号 
7:52 9:21 9:44 10:48 

はくたか

598 号 
― 7:51 8:16 ― 

はくたか

555 号 
8:12 10:08 10:31 11:36 

あさま

610 号 
― ― 8:30 10:12 

はくたか

557 号 
9:44 11:25 11:51 12:55 

はくたか

554 号 
7:22 8:27 9:00 10:40 

はくたか

559 号 
10:52 12:32 12:55 13:59 

はくたか

556 号 
8:20 9:24 9:55 11:32 

はくたか

561 号 
11:44 13:15 13:38 14:42 

はくたか

558 号 
9:21 10:25 10:50 12:28 

はくたか

563 号 
12:56 14:41 15:09 16:13 

はくたか

560 号 
10:31 11:35 11:56 13:28 

はくたか

565 号 
13:56 15:26 15:45 16:48 

はくたか

562 号 
11:32 12:36 13:02 14:28 

はくたか

567 号 
14:56 16:40 17:09 18:13 

はくたか

564 号 
12:34 13:38 13:59 15:28 

はくたか

569 号 
15:52 17:28 17:51 18:55 

はくたか

566 号 
13:33 14:37 15:03 16:28 

はくたか

571 号 
17:08 18:54 19:17 20:21 

はくたか

568 号 
14:16 15:20 15:41 17:12 

はくたか

573 号 
18:04 19:32 19:51 20:54 

はくたか

570 号 
15:12 16:16 16:41 18:12 

はくたか

575 号 
18:40 20:27 20:50 21:54 

はくたか

572 号 
16:44 17:48 18:19 20:00 

はくたか

577 号 
20:12 21:44 22:07 23:11 

はくたか

574 号 
17:36 18:43 19:08 20:52      

はくたか

576 号 
18:07 19:10 19:35 21:16      

はくたか

578 号 
19:45 20:49 21:14 22:52      

はくたか

590 号 
21:35 22:38 23:02 ―      

※「はくたか 596 号」と「はくたか 598 号」は、平日運行される臨時便  
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ８-１ 上越妙高駅 駅前広場レイアウト 
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

 
（２） 外部環境の変化 

・北陸新幹線の開業に伴い、並行在来線として信越本線（直江津～妙高高原駅

間）、北陸本線（直江津～市振駅間）の 2 線区が JR から経営分離された。 

・同区間を「えちごトキめき鉄道」が経営を引き継ぎ、「妙高はねうまライン（直

江津駅～妙高高原駅間）」を電車、「日本海ひすいライン（直江津駅～市振駅

間）」をディーゼル車で運行している。 

・越後湯沢～金沢・福井・和倉温泉間をほくほく線経由で運行していた特急「は

くたか」が北陸新幹線の開業に合わせ廃止された。 

・新潟～金沢間を運行する特急「北越」、新潟～新井間を運行する快速「くびき

野」、直江津～長野間を運行する「妙高」が廃止され、新潟～上越妙高・新井

間を運行する特急「しらゆき」、新潟～新井・糸魚川間を運行する快速が新設

された。 

・北越急行では直江津と越後湯沢を最速 57 分で結ぶ超快速列車「スノーラビッ

ト」が新設された。 

 
（３） 市民の広域移動の変化 

・北陸新幹線開業前の市民の東京方面への移動は、主にほくほく線経由で上越

新幹線が使われていた。また、北陸方面へは北陸本線を利用し特急「北越」

や特急「はくたか」などを利用して移動していた。 

・北陸新幹線開業に伴い、上越妙高駅が当市の新たな玄関口として開業した。

今後の市民の東京及び北陸・関西方面への移動は、上越妙高駅からの北陸新

幹線利用に変化する。 

・また、東京方面へは、引き続きほくほく線経由上越新幹線も利用できること

から、市民の広域移動の選択肢が増え、利便性が向上した。 
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

 
（４） 観光・ビジネスにおける現況 

■観光 

・市内の主要な観光施設は直江津、高田を中心に市内各地に点在しており、イ

ベントは年間を通して、各地域で数多く開催されている。 

・北陸新幹線開業に合わせ、市内では観光客向けに観光周遊バス「ぶらっと春

日山・高田号」が主要な観光地や駅、直江津港などを結ぶルートを土曜、日

曜、休日を中心に、1 日 6 便運行している。 

・また、上越妙高駅から市内観光地や直江津港をつなぐ観光貸切タクシー「ち

ょこっと観光タクシー」が、2 時間コース（4 ルート）、3 時間コース（2 ルー

ト）、4 時間コース（2 ルート）で運行している。 

・小木直江津航路利用者のため上越妙高駅と直江津港を結ぶ、佐渡汽船シャト

ルバス・タクシーを運行している。 

・JR では、酒をコンセプトとした列車「越乃 Shu＊Kura」を土曜、日曜、祝日

を中心に、高田駅から十日町駅や越後湯沢駅、新潟駅まで運行している。 

・その他、えちごトキめき鉄道では平成 27 年度内に観光振興に寄与するリゾー

ト列車（観光列車）を導入する予定である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ８-２ 主要な観光資源と観光周遊バスおよび観光タクシーのルート  

 

上越妙高

直江津港  



 

81 

8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

 

表 ８-３ 主なイベント  

開催時期 主なイベント 

春（3～5 月） ・高田城百万人観桜会（高田公園・4 月上旬～中旬） 
・秋葉山ちょうちん行列（大島区・4 月下旬） 
・山菜まつり（安塚区、大島区、板倉区、清里区など・5 月上旬

～6 月上旬） 
・鮮魚の青空セリ市（名立区・5 月上旬（ゴールデンウィーク中）） 
・柿崎みなとさかなまつり（柿崎区・5 月上旬（ゴールデンウィ

ーク中）） 

夏（6～8 月） ・大潟かっぱ祭り（大潟区・6 月上旬） 

・仁上ほたるまつり（大島区・6 月中旬～7 月上旬） 
・お引上げ商工まつり（柿崎区・6 月 20 日～22 日） 
・祇園祭（名立区・7 月 7 日～13 日） 
・おおしま夏まつり（大島区・7 月下旬） 
・上越まつり（高田・直江津地区・7 月 23 日～29 日） 
・上越はすまつり（高田公園・7 月下旬～8 月中旬） 

・越後よしかわやったれ祭り（吉川区・8 月上旬） 
・名立まつり（名立区・8 月上旬） 
・やすづか歩行天まつり（安塚区・8 月上旬） 
・うらがわらまつり（浦川原区・8 月上旬） 
・頸城の祭典（頸城区・8 月上旬） 
・柿崎時代夏まつり（柿崎区・8 月上旬） 

・柿崎納涼花火大会（柿崎区・8 月上旬） 
・なかごう夏まつり（中郷区・8 月上旬） 
・サマーカーニバル きよさと夏祭り（清里区・8 月上旬） 
・関田八幡祭（板倉区・8 月 18 日） 
・謙信公祭（春日山城跡・春日山城史跡広場ほか・8 月下旬） 
・鵜の浜温泉フェスティバル（大潟区・8 月下旬） 

秋（9～11 月） ・名立大鍋祭り（名立区・9 月下旬） 
・大池まつり（頸城区・9 月下旬） 
・くびき牛炭火焼フェアー（牧区・10 月上旬） 
・越後よしかわ酒まつり（吉川区・10 月上旬） 
・えちご・くびき野 100km マラソン（市内一円・10 月中旬） 
・城下町高田花ロード（高田本町商店街周辺・10 月中旬） 

・花ときのこの秋まつり（安塚区・10 月中旬） 
・越後・謙信 SAKE（さけ）まつり（高田本町商店街周辺・10

月第 4 土曜日・日曜日） 
・新そばまつり（市内各所・10 月下旬～11 月中旬） 
・牧っこ秋まつり（牧区・11 月上旬） 
・鮭のつかみ取り大会（名立区・11 月下旬） 

冬（12～2 月） ・スキーの日記念イベント（金谷山・1 月 12 日） 
・レルヒ祭（金谷山など・2 月上旬） 
・雪まつり（牧区、板倉区、中郷区、名立区など・2 月上旬～３

月上旬） 
・灯（ともしび）の回廊（安塚区、浦川原区、大島区、牧区・2

月第 4 土曜日） 

資料：上越市ホームページ  
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

地区名
総数(従業者
規模)

1～4人 5～9人 10～19人 20～29人 30人以上
出向・派遣従
業者のみ

上越市　計 9,938 6,109 1,815 1,083 360 548 23
高田区 2,061 1,417 344 165 42 90 3
新道区 659 340 165 84 29 41 -
金谷区 296 179 58 32 10 17 -
春日区 898 488 180 125 50 52 3
諏訪区 32 20 4 4 1 3 -
津有区 234 118 46 41 12 17 -
三郷区 45 22 14 2 3 4 -
和田区 257 130 59 38 10 18 2
高士区 50 37 7 2 3 1 -
直江津区 1,306 847 230 115 39 73 2
有田区 661 310 156 102 35 56 2
八千浦区 202 112 34 30 16 10 -
保倉区 106 65 14 18 2 7 -
北諏訪区 90 41 22 12 5 9 1
谷浜・桑取区 73 48 15 9 1 - -
安塚区 171 123 23 14 5 4 2
浦川原区 186 121 32 19 6 8 -
大島区 107 78 9 12 1 7 -
牧区 105 73 14 12 3 3 -
柿崎区 468 328 72 29 19 18 2
大潟区 431 290 64 43 16 16 2
頸城区 362 190 67 53 15 34 3
吉川区 239 168 31 23 7 10 -
中郷区 159 92 28 22 9 7 1
板倉区 262 157 55 30 8 12 -
清里区 99 73 10 9 3 4 -
三和区 251 158 36 28 8 21 -

■ビジネス 

・従業者が多い事業所は、直江津地区から柿崎区の沿岸部及び高田地区に分布

している。 

・ビジネス客の当市への来訪方法は、北陸新幹線やほくほく線経由の上越新幹

線利用などがあり、市内ではえちごトキめき鉄道をはじめタクシーやレンタ

カーなど多様な交通手段を利用して目的地に移動するものと想定される。 

 
 

表 ８-４ 地域自治区別・従業者規模別事業所数 

（単位：件、平成 24 年 2 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 24 年経済センサス－活動調査を基に上越市で独自集計  
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

 
（５） 市内公共交通の二次交通等への位置付け 

・新幹線を一次交通とし、それに接続する交通を二次交通、さらに、その二次

交通に接続する交通を三次交通と定義する。 

・北陸新幹線開業に伴う二次交通、三次交通を以下のとおり位置づける。 

 
表 ８-５ 二次交通・三次交通の位置づけ 

対象者 二次交通 三次交通 

市民 

（ 市 外 へ の 広

域移動） 

・えちごトキめき鉄道（妙高は

ねうまライン、日本海ひすい

ライン） 

・JR（信越本線） 

・北越急行（ほくほく線） 

・路線バス（上越大通り線等） 

・路線バス 

・スクール混乗バス 

・乗合タクシー 

・予約型エリア運行バス 等 

主 に 観 光 目 的

の来訪者 

 

・観光周遊バス（ぶらっと春日

山・高田号） 

・観光貸切タクシー（ちょこっ

と観光タクシー） 

・観光列車（越乃 Shu＊Kura、

リゾート列車等） 

－ 

※佐渡市へは佐渡汽船（小木直江津航

路）を利用 

主 に ビ ジ ネ ス

目的の来訪者 

 

・えちごトキめき鉄道 

・JR（信越本線） 

・タクシー 

・レンタカー 

－ 

 
（６） 二次交通、三次交通の整備 

・市民ニーズや観光・ビジネスの現況を踏まえた二次交通等の整備の考え方と 

水準（接続及び運行）等を下記のとおり定め、水準を満たさない内容につい

ては、利用者の流動やニーズ等を踏まえ適宜見直しを図っていく。 

 

○妙高はねうまラインについては、上越妙高駅に停車する全ての北陸新幹

線に接続するとともに、乗り換えがスムーズに行えるようにダイヤを設

定する。 

但し、妙高はねうまラインは単線であり、ダイヤ設定には制約が多いこ

とを考慮する必要がある。 

○直江津駅では、妙高はねうまラインと日本海ひすいライン、JR 信越本線

及びほくほく線への乗り換えがスムーズに行えるよう、ダイヤの設定や

発着ホームに配慮する。 

○上越妙高駅から JR 信越本線、ほくほく線への直通運転を実施する。 
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

○ほくほく線については、越後湯沢駅における上越新幹線との乗り換えが

スムーズに行えるようにダイヤを設定する。 

○利用者の流動やニーズ等を踏まえた鉄道の運行本数やダイヤ等を設定す

る。 

○路線バスについては、利用者の流動やニーズ等に対応し、上越妙高駅へ

の乗り入れ、路線の新設、ダイヤ設定等を実施する。 

○観光については、以下のとおり整備する。 

 北陸新幹線や佐渡汽船のダイヤにあわせた観光交通を整備する。 

 利用者のニーズを的確にとらえ、観光周遊バスや観光タクシー等の

運行ルートの設定や見直しを適宜行う。 

 観桜会など集客が見込めるイベントの開催にあわせ、公共交通を確

保する。 

 

 

・三次交通の接続水準や運行水準等を下記のとおり定め、水準を満たさない内

容については、利用者の流動やニーズ等を踏まえ見直しを図っていく。 

 

○鉄道と路線バス、路線バス同士等の乗り換えがスムーズになるようダイ

ヤ設定に配慮する。 
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

北陸新幹線開業と広域交通、二次・三次交通ネットワーク  

 

広域交通  
二次交通  

三次交通  

都市拠点  

地域拠点  

生活拠点  
ゲートウェイ  

主な観光資源  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

北陸新幹線  

上越妙高駅  

 

 

 
 

 

 

 

至  小木  

 

 

 

 

 

 

直江津港  

日本海ひすいライン  

信越本線  

ほくほく線  

妙高はねうまライン  

･超快速「スノーラビット」の
運行（直江津～越後湯沢） 

･並行在来線「えちごトキ
めき鉄道」の開業 ･北陸新幹線の金沢延伸

開業 

･特急「しらゆき」、快速の運行 
(新井・上越妙高～新潟) 

･高速バス「直江津・高田～
新潟」の運行 

･路線バスの上越妙高駅の
延伸・乗り入れ 

･観光周遊バス、観光
貸切タクシーの運行 

 

･新造高速カーフェリー
の導入 

･北陸新幹線とえちごトキめき

鉄道とのスムーズな乗り換え 

･直江津駅における各路
線間でのスムーズな乗
り換え 

 

至  富山  

至  富山  

至  長野  

至  長野  

至  越後湯沢  

至  新潟  

直江津駅  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

･ほくほく線から妙高はねうま

ラインへの乗り入れ 
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

 
８-３． 施策の実施主体及びスケジュール 

・交通政策基本法において交通に関する施策の推進にあたっては関係者の役

割を明確にし、関係者間で連携していくことが示されている。 

 
【交通政策基本法】  

交通の適切な役割分担及び有機的かつ効率的な連携（第５条）  
交通に関する施策の推進は、徒歩、自転車、自動車、鉄道車両、船舶、航空機

その他の手段による交通が、交通手段（交通施設及び輸送サービスを含む。以下

同じ。）の選択に係る競争及び国民等の自由な選好を踏まえつつそれぞれの特性

に応じて適切に役割を分担し、かつ、有機的かつ効率的に連携することを旨とし

て行われなければならない。  
連携等による施策の推進（第６条）  
交通に関する施策の推進は、まちづくり、観光立国の実現その他の観点を踏ま

え、当該施策相互間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りながら、国、

地方公共団体、運輸事業その他交通に関する事業を行う者（以下「交通関連事業

者」という。）、交通施設の管理を行う者（以下「交通施設管理者」という。）、住

民その他の関係者が連携し、及び協働しつつ、行われなければならない。  
地方公共団体の責務（第９条）  

 地方公共団体は、基本理念にのっとり、交通に関し、国との適切な役割分担を

踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。   
２ 地方公共団体は、情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する住民

その他の者の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。 
交通関連事業者及び交通施設管理者の責務（第１０条）  

 交通関連事業者及び交通施設管理者は、基本理念の実現に重要な役割を有して

いることに鑑み、その業務を適切に行うよう努めるとともに、国又は地方公共

団体が実施する交通に関する施策に協力するよう努めるものとする。   
２ 前項に定めるもののほか、交通関連事業者及び交通施設管理者は、基本理念

にのっとり、その業務を行うに当たっては、当該業務に係る正確かつ適切な情

報の提供に努めるものとする。  
国民等の役割（第１１条）  

 国民等は、基本理念についての理解を深め、その実現に向けて自ら取り組むこ

とができる活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、国又は地方公共団体

が実施する交通に関する施策に協力するよう努めることによって、基本理念の

実現に積極的な役割を果たすものとする。  
関係者の連携及び協力（第１２条）  

 国、地方公共団体、交通関連事業者、交通施設管理者、住民その他の関係者は、

基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものと

する。  
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

 
・関係者が、それぞれ果たすべき役割を定め、市が主体となり、交通事業者

や関係組織、団体、市民等と連携・協働しながら各施策に基づく事業に取

り組むこととする。 

 
表 ８-６ 役割分担  

対象 果たすべき役割 

上越市 将来都市像の実現に向けた市政運営を行うとともに、

交通事業者や関係者、市民等と調整・連携して地域公

共交通の維持・確保や利便性の向上等の事業に主体的

に取り組む。 

交通事業者 地域公共交通の安定的で持続可能な運行確保に向け、

効率化や利便性の向上、利用促進等に積極的に取り組

む。 

上越市地域公共交通活

性化協議会 

公共交通の活性化及び再生のため、地域にとって最適

な公共交通のあり方について総合的な検討、合意形成、

計画作成、連絡調整及び協議を行うとともに、地域の

実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の

協議を行う。 

福祉団体、NPO 法人等 路線バス等の地域公共交通が運行されていない地域

や、一人では外出が困難な高齢者や障害のある人に対

して移動手段を確保し、きめ細やかなサービスの提供

に協力する。 

上越市教育委員会 鉄道や路線バス等の地域公共交通が運行されていない

地域等において、児童・生徒の通学における移動手段

を確保するため、スクールバスを運行する。 

市民 市民一人ひとりが、環境や健康、公共交通の維持など

に関心を持ち、積極的に公共交通を利用する。 

その他（国､県､周辺自

治体等） 

地域社会の活性化や地域公共交通の維持・確保に向け

た支援や協力等を行う。 
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8. 目標を達成するために行う施策及びその実施主体に関する事項 

表 ８-７ 施策の実施主体およびスケジュール  
基本政策 施策の 

方向性 

施策 事業主体 スケジュール 

H27 H28 H29 H30 H31 

生活交通の

維持・確保

や利便性の

向上 

1）運行の改善 a）路線網の見直し 行政、交通事業者、協議会、
福祉団体、NPO 法人等、上
越市教育委員会 

     

b）新たな公共交通シ

ステム導入の検討 

行政、交通事業者、協議会、
福祉団体、NPO 法人等、上
越市教育委員会 

     

c）ダイヤの見直し 行政、交通事業者、協議会      

d）運賃制度の 

見直し 

行政、交通事業者、協議会、
福祉団体、NPO 法人等 

     

e）停留所・駅の 

見直し 
行政、交通事業者、協議会 

     

f）車両の見直し 行政、交通事業者、協議会      

2）利用環境の 

改善 

a）乗り継ぎ環境 

の改善 
行政、交通事業者、協議会 

     

b）予約方法の改善 行政、交通事業者、協議会、
福祉団体、NPO 法人等 

     

c）分かりやすい 

情報提供の充実 

行政、交通事業者、協議会、
その他（国､県､周辺自治体
等） 

     

3）市民の意識 

醸成 

a）モビリティ・ 

マネジメント 

の実施 

行政、交通事業者、協議会、
その他（国､県､周辺自治体
等） 

     

b）利用促進策の 

企画・実施 

行政、交通事業者、協議会、
福祉団体、NPO 法人等、上
越市教育委員会、その他
（国､県､周辺自治体等） 

     

4）市民・行政・

公共交通事業

者等の協働 

a）関係機関による 

検討会 

行政、交通事業者、協議会、
市民、福祉団体、NPO 法人
等、上越市教育委員会、そ
の他（国､県､周辺自治体
等） 

     

b）PDCA ｻｲｸﾙによる

評価・改善の実施 

行政、交通事業者、協議会、
市民、福祉団体、NPO 法人
等、上越市教育委員会、 

     

北陸新幹線開業に伴う二次交通等の整備 行政、交通事業者、協議会、
福祉団体、NPO 法人等、上
越市教育委員会、その他
（国､県､周辺自治体等） 

     

検討  
実施・見直し  
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